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 10月13日（木） 例会報告  

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    
It is the 26th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  
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点鐘する 下村 正 会長 

 大槻ガバナー補佐ご挨拶・幹事報告・新入会員紹介 

         大槻利夫ガバナー補佐ご挨拶 

 幹事報告 

 

馬場清康新入会員ご紹介        

 クラブ 

バナー交換 

 

10月19日分区ゴルフ大会に15会員参加いたします。

頑張って下さい。 

10月22日分区野球大会で、15名の精鋭をそろえて参

加いたしますのでよろしくお願いします。 

つくば学園ＲＣ下村会長の点鐘から 

幹事報告をする小城幹事 

馬場清康 新会員にロータリーピンを付ける下村会長 

京都モーニングRC陣内健司 様と 

クラブバナー交換する下村会長 

第6分区ガバナー補佐 大槻利夫 様と、第6

分区幹事 岩瀬市郎 様が訪問されました。 

「今日は10月26日のガバナー公式訪問の打ち

合わせに参りました。クラブ協議会では資料

を用意して皆様準備なさっておられることと

思いますが、今回はクラブ定款を机上に出さ

ず、より和やかな雰囲気でのクラブ協議会を

楽しみたいと思っております。」 

大槻ガバナー補佐ご挨拶 

京都からの

お客様陣内

（のりう

ち）様とバ

ナーを交換

いたしまし

た。 

ロータリー精神を汚さないよ

う頑張りたいと思います。 
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 招待卓話：「文化における歴史と継承」 
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 良い文化を継承する意義 
田口会員と上野会員から紹介されたバッハの森理事長 

石田友雄様は、12年前（鈴木会長年度）につくば学園ロータリークラブの社会見

学で訪問し、バッハのコラールとカンタータに触れ合ったご縁以来の訪問卓話に

なりました。 

 13年間ヘブライ大学に留学していた時のお話

で、日本赤軍の岡本公三テロリストのエルサレム空

港爆破テロ事件で、彼の通訳をしてその事件を記述

にした1972年の朝日ジャーナルをお持ちになり、負の継承では

なく、もっと人類のためになる文化の継承の大切さを訴えられ

ました。 

 筑波大教授を経られ、現在もバッハの森で毎週『私塾』とし

て、キリスト教文化を後世に伝える大切さを、バッハの教会音

楽を聴きながら聖書の解説をして勉強会を続けられています。 

バッハの森理事長 石田友雄 様 

  つくば学園ＲＡＣ例会報告    

 10月4日(火曜日) 東雲にてローターアクト10月第1例会が開催されました。 
  

新入会員の雨宮、初めての例会担当で、

『スキー予備知識』の卓話をしました。雪

山での事故、負傷者などを中心に危機管理

をアウトプットしてもらい、同時に改善策

も勉強できたので、ためになりました。 

         

竹来RAC会長 寄稿 

 
＊次回RAC例会10月18日(火)19：30～ 

「中国語講座」グランド東雲にて 

 石田友雄様に記念品を手渡す下村会長 

  石田友雄様を紹介する上野会員   石田友雄様を紹介する田口会員 
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 10月13日 例会スナップ 
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 ロータリー野球 練習試合報告 寄稿 

７回裏の手に汗握る攻防戦は果たしてどちらに！？ 
10月8日(土)快晴の朝、土浦市木田余地区野球場に8.30に集合のハズなんですが？？やっと来まし

た・・・・下村・高野・大野・矢島・岡本・篠崎の6人が揃いました。 

軽くピッチングとバッティングの練習を開始、思ったよりみんな体が動いている感じです。 

相手の土浦南クラブもギリギリの人数、ずいぶん若い人達と思えば、ローターアクトのメンバーでし

た。 

10時より練習試合開始、先発はボールの走っていた岡本会員、無難に４回を４失点でクリア、攻撃面は

クリーンヒットは無いもののしぶとく四球を選び、先取点・中押し・相手のエラーにて７回までに７点

を加点しました。守備面も難しいゴロを各自ファインプレーを連発して優位に進めていました。 

最終回１点リードで７回裏の守備、疲れの見えたリリーフの篠崎氏より岡本先発が戻り、ノーアウト満

塁のピンチ、一塁ゴロをファースト大野好捕しホームベースに返球しましたがギリギリセーフになり同

点に追いつかれました。絶体絶命のピンチの中、ピッチャー岡本剛速球を投げましたが、顔面デッド

ボールで押し出しサヨナラ負

けになってしまいました。し

かし、とても気持良い試合が

出来ました。 

本番には多くの参加をお待ち

しています、みんな良い汗を

かきましょう!! 

尚、顔面デッドボールを受け

た土浦南のメンバーは、片岡

パストガバナーのお孫さんで

した。 

 

 つくば学園ロータリークラブ                   
                             会長 下村 正 

  ＊１０月２２日(土）  地区野球大会 結城市鹿窪球場 朝８時集合です。 

      
今日の献立：和風弁当 

（鳥照焼・まぐろ刺身・季節

の野菜煮付・ワカメスープ・

お新香・御飯） 
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本日のお客様 

・第6分区ガバナー補佐  大槻利夫 様 

・  〃   分区幹事  岩瀬市朗 様 

・京都モーニングRC   則内健司 様 

・バッハの森         石田友雄 様 

 

  
会員数 出席数 欠席数 

内無届 

欠席数 
出席率 

出席 

免除 

メイク・ 

ゲスト 

６２名 ４５名 １７名  ２名 ８１．６６％ ２名 ４名 

 出席率報告   10月13日（木）  例会 

 ニコニコＢＯＸ 

 本日の合計 64,000円    累計金額 504,000円  

 

 

 

石井 健三 
10/8（土）は、東日本大震災復興支援チャリティーコンサートの御後援ありがとう

ございました。無事に終えましたことご報告いたします。 

浦里 浩司 
 結婚記念のお祝い有難うございます。昭和最後の年に、この会場で結婚式をしたので

23回目になりました。思いださせていただき感謝します。 

大野 治夫  8日の野球練習試合お疲れ様でした。 22日の本番は頑張りましょう！ 

小城  豊 
大槻ガバナー補佐、岩瀬幹事ようこそいらっしゃいました。公式訪問宜しくお願い

します。 

鯨井 規功 
 石田先生、本日は普段お聞きできない貴重なお話を頂きましてありがとうございまし

た。 

倉持 武久  大槻さん、岩瀬さんご苦労様です。 

柴原  浩 
 誕生祝いありがとう。最近、年が気になります。ワインは古い物ほど良いといわれ

が・・・少し古いワインが飲みたいです。 よろしく！ 

高野  勝 

10月8日には、土浦南の皆さんと野球の練習試合に出させてもらいました。67歳にし

て7イニングフル出場、そのうえピッチャーを2イニングやりとげました。大野監督あり

がとう。常日頃東光拓商事のとなりの、アクアセレーナで身体を鍛えている成果だと思

います。 

田口 幸男 石田先生、お忙しい所大変有難うございました。 

中山 正巳 
 石田先生、本日はありがとうございました。久し振りに元気なお姿を拝見いたし、遠

い昔を思い出しました。大槻G補佐、岩瀬分区幹事ご来訪ありがとうございました。 

野堀 喜作 
 石田友雄先生、本日は講話大変有難うございました。私の家の方にもお出かけ下さ

い。 

野堀 喜作 
 大槻ガバナー補佐、岩瀬分区幹事、本日は公式訪問の御指導ご苦労様です。 26日の

合同公式訪問宜しくお願い致します。 

増山  栄  大槻ガバナー補佐、岩瀬分区幹事宜しくお願いします。 

下村  正 

 大槻ガバナー補佐、岩瀬分区幹事ご来訪ありがとうございます。我がクラブの和やか

な雰囲気を味わってください。 

来週の分区ゴルフは優勝を狙っています。皆さん気合をいれましょう！  

石井さん10/8のチャリティーコンサートは素晴らしいコンサートでした。 

私は、野球の疲れか、オペラが子守唄に聞こえてしまい、不覚にもグースカとイビキを

かいて回りに迷惑をかけてしまいました。申し訳ありません。 



 ホームページもご覧下さい  

http://www.46gama.com/ 

   つくば学園ロータリークラブ 
〒305-0047  

茨城県つくば市千現２丁目１番６つくば研究支援センターＡ２８ 

電話  029-858-0100         FAX  029-858-0101 

Email : gakuenrc@46gama.com 
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４つのテスト４つのテスト 

１．真実かどうか１．真実かどうか            

２．みんなに公平か２．みんなに公平か        

３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか  

編集後記    クラブ会報・広報委員長：石井健三 

  
温かい雨になった週末で、除湿器をつけながら、クラブ会報作りに精出し

ています。つくばに住み始めた頃、バッハの森の施設で教会カンタータを

歌いにいった記憶が蘇ります。ドイツから帰国したてで、シャキシャキの

エバンゲリスト（福音史家）でした。 石田先生のご長寿を祈願します。 

 友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ（第2650地区） 

例会日  木曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場  「オークラフロンティアホテルつくば」        

        つくば市吾妻1丁目１３６４－１ 

 プログラム予告  １０月 ・ １１月 
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 １０月１８日(火）  つくば学園ＲＡＣ例会「中国語講座」19：30 グランド東雲  

   １０月２０日(木） 移動例会  第1回職場訪問「フジキン・チョウザメ見学」 

       １６：００ホテルグランド東雲バス出発（１５：４５集合） 

     １８：００より移動例会/懇親会 ホテルグランド東雲にて 

   １０月２６日(水） 移動例会新館アネックス 11：40～ガバナーとの協議（役員）  

     12：30～2クラブ合同公式訪問例会（全員）昴の間 

     13：30～記念写真撮影（全員）４Ｆ写真室 

     14：10～クラブ協議会（役員・理事・委員長・3年内会員） 

     16：40～懇親会（全員）昴の間 

   １０月２７日(木）  休会（10月26日振り替えにより） 

   １１月３日(木・祝）「ロータリーの森創り」ゆかりの森 9：30集合～13：30 

         １１月１０日(木） 例会 「米山月間に因んで」 米山奨学生卓話 申 文浩 様 

      奥様誕生・結婚祝 １０月ニコニコ大賞 

         １１月１７日(木） 移動例会 ホテルグランド東雲  

     招待卓話：東邦医大生理学教授 有田秀穂 様 
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野堀喜作ガバナーエレクト事務所ホテルグランド東雲本館407号 

連絡先：  TEL         029-886-3582  FAX       029-886-3583 

          E-mail   12-13@ri2820.jp 


